
訓練科名 ＣＡＤオペレーション科
訓練内容 企業ニーズの高まっている３
次元 CAD を中心とした機械製図の基
礎知識を学びます。 応募資格 健康で技
能習得意欲があり、就職意志がある人
で、公共職業安定所長の受講あっせん
を受けられる人 訓練期間 ７月 26 日～
11 月８日 願書受付期間 ５月 27 日～７月
４日 選考方法 面接、書類選考、適性検
査 申各ハローワーク
問石川県立小松産業技術専門校（☎
44‐1183 、 FAX 44‐4267）

霊峰白山の四季折々の眺望をとらえた
写真や絵画を募集しています。写真部
門、絵画部門の両部門に金賞、銀賞、
銅賞、各賞などを予定しています。
応募方法 メール、
郵送、持参で応
募ください。詳
細な募集要項は
お問い合わせく
ださい。
応募締切 令和２年１月 14 日㈫　
申 問加賀地域連携推進会議（オール加
賀会議）事務局小松市まちデザイン課
( ☎ 24‐8099、 toshikei@city.komats
u.lg.jp）ホームページ http://www.city.
komatsu.lg.jp/9518.htm

第５回白山眺望大賞
作品募集

小松産業技術専門校　訓練生募集

期 =日時、開催日、期間　 所 =場所　対 =対象　定 =定員　費 =費用、料金 　持 =持ちもの　内 =内容
締 =申し込み締め切り　申  = 申し込み　問 =問い合わせ　☎=電話番号　 FAX = ファクス番号　 =Ｅメールアドレス 
講座・催しなどで特に記載のないものは、どなたでも参加（申し込み）可能、料金は無料です。
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告
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小松おやこ劇場 45 周年を記念し、プ
ロの人形劇団が公演します。
期 所①６月 29 日㈯ 13 時 30 分～（粟
津こども園：小松市符津町）、②６月
30日㈰ 11時～と 14時 30 分～（共生
型福祉施設G-Hills：能美市緑が丘） 費 1
人につき…前売り：1,200円、当日1,500
円（一家族３人目からは 1,000 円）
申 問小松おやこ劇場（☎ FAX 21‐4601）

「星の会」の方々の楽しい解説ととも
に、季節の星空を楽しみませんか。
星空教室☆月の裏側
期６月２日㈰ 10 時 20 分 所  根上学習
センター プラネタリウム
星空観察会☆月は西に木星は東に
期６月８日㈯ 20 時 所  根上学習セン
ター屋上（天候不良の場合はプラネタ
リウム）
問根上学習センター（☎ 55‐8560、
FAX 55‐8573）予約は不要です。

里山で採れた朝どれ野菜や押し寿司、
おはぎ、ゆず商品などが並びます。是非、
お立ち寄りください。※毎月第２金曜
日に実施。
期６月 14 日㈮ 10 時～ 13 時 所こくぞ
う里山公園交流館
申 問  能美の里山ファン倶楽部（☎ FAX
51‐2308、 info@nominosatoyama.
com）

歯の衛生週間（6月 4日～ 10日）行事
として歯の検診、相談、歯磨き指導、フッ
素塗布などを能美歯科医師会主催で行
います。日ごろの歯のお悩みなど、お
気軽にご相談ください。
期 ６月２日㈰９時 30分～ 11 時 30 分 
所  能美市健康福祉センター「サンテ」
対  幼児から大人までどなたでも問川北
歯科医院 (☎ 076-277-3266)

人形芝居
「あなたがうまれるまで」里山旬菜市

歯の無料検診・相談

高野山から揚原山のパノラマコースを
ゆったりと歩き、能美の里山の絶景「蟹
淵」を訪ねます。瑠璃色のルリイトト
ンボも観察できます。
期 6 月 22 日㈯ 9時～ 15 時頃
集合場所 こくぞう里山公園 定 20名 費大
人1,000円 、高校生以下500円
申 問  能美の里山ファン倶楽部（☎ FAX
51‐2308、 info@nominosatoyama.
com）

目が見えない、見えにくくなって困っ
ている人のためのなんでも相談会を開
催します。
期６月 27日㈭ 10時～ 15時  所寺井地
区公民館 相談内容 更生相談、リハビリに
関する相談など 体験内容 音声時計、音声
体重計、拡大読書器、CD読書器の体験、
日用品の展示・体験
問福祉課（☎ 58‐2230）、石川県視覚障
害者協会（076‐222‐8781）

鍋谷、蟹淵ガイドハイク

目が不自由な方のための
福祉相談会

このコーナーでは、催しや募集情報など、
市に関わるさまざまな情報を掲載しています。

能美市美術作家協会による作品を展示
しています。（敬称略）

問 能美市ふるさと交流研修センター
「さらい」( ☎ 57‐1212）

「今日の星空解説」約 15 分
「宇宙の中のわたしたち」約 17 分
投映時間 平日（１回）15 時 30 分
土・日・祝日（２回）11 時、14 時 30
分 費  小学生以上 100 円　未就学のお
子様は保護者同伴でお願いします。
問根上学習センター（☎ 55‐8560、 FAX

55‐8573）（予約不要）

６月の替わり湯は『菖蒲湯』を予定し
ています。ぜひご家族やご友人とお楽
しみください。
期６月 11 日㈫ 所里山の湯（内湯・露
天風呂で実施） 費 大人 510 円、小人
100 円、３歳未満無料 
問温泉交流館 里山の湯（☎ 51‐2183）

献血は身近なボランティアで、皆様の
善意に支えられた活動です。ご理解と
ご協力をお願いします。本人確認が必
要な場合がありますので、運転免許証
など身分を証明するものをご持参くだ
さい。
期  ６月 16 日㈰９時～ 16 時、 所 寺井
地区公民館 対 16 歳～ 69 歳の健康な
人
問福祉課（☎ 58‐2230）

里山の湯　
月替わり湯のお知らせ

献血にご協力ください

さらいギャラリー 根上学習センター
６月のプラネタリウム定時投映

お知らせ

平成28年の熊本地震を受けて国の耐震改修補助制度が拡充され、県と市が連携し補助
金額を上乗せし、耐震診断に最大 12万円、耐震改修工事に 150万円の補助金が交付
されます。自分の家は対象となるのか、耐震診断・耐震改修工事はどういうことを行
うのか、また補助制度の内容や手続きなど、分からないことや聞いてみたいことがご
ざいましたら、ぜひこの機会に相談会へお越しください。
補助対象住宅：昭和 56 年 5 月 31 日以前に工事に着工した、一戸建て、長屋、共同
住宅で木造のもの
補助対象者：住宅の所有者または居住者
期６月12日㈬９時～17時
所市役所寺井分室２階　建築住宅課
問建築住宅課（☎58‐2251、FAX 58‐2298、
 kenchiku@city.nomi.lg.jp）

運動習慣は充実した毎日をつくります。ウオーキングについて学び、普及を目指す講
習会が6月からスタートします。
● 講座を規定数受講することでアドバイザーとして認定します。運動習慣づくり、普
及の担い手として活躍してみたいという方を募集します。
● 競歩を基にして考案した「スマートウオーク」、ポールを用いて歩く「ポールウオー
ク」などの歩き方講習や、運動と健康に関する講義などを予定しています。
期６月18日 (火 )19時～ 20時 30分 (初回 )
所  辰口福祉会館多目的ホール
※合計8回の講習会となります。詳しくは申込用紙か市ホームページをご覧ください。
※申込み用紙は物見山総合体育館・寺井体育館・根上体育館もしくはスポーツ振興課
でお受け取りください。

申 問スポーツ振興課（☎58‐2273、 FAX 55‐8555）

住まいの耐震化相談会

６月から講習会がスタート！
ウオークアドバイザー募集

星空教室
星空観察会

募集

彫刻 写真

中川  洋 中一　孝銘

■日本百名山踏破展
寺井町在住の常橋憲一氏が日本百名山の登山を踏破したのを記念して、その間の記
録や写真などでふりかえる展示会を九谷焼資料館ロビーギャラリーで開催します。
※入場無料 期６月１日㈯～６月30日㈰  ギャラリートーク 6 月 15 日㈯ 13 時 30 分～
■日展作家陶芸展
芸術院会員武腰敏昭氏はじめ武腰一憲氏、山岸大成氏ら日展出品作家の近作を一堂
に展示します。（緑の間）期６月18日㈫～9月８日㈰
■コレクション展　現代九谷名工遺作展
中村翠恒、北出不二雄、森一正、中嶋珠光、中嶋寿山ら現代九谷名工の遺作品を当館コ
レクションの中から選抜して約30点を展示。（紫の間）期６月18日㈫～９月１日㈰
費入館料　一般430円・高校生以下無料（浅蔵五十吉美術館と共通）
問九谷焼資料館（☎58‐6100）

九谷焼資料館　　　■日本百名山踏破展
■日展作家陶芸展　■コレクション展　現代九谷名工遺作展

催し
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応募資格　25 歳～ 40 歳までの独身男女
（男性は能美市在住または能美市在勤の方）
募集人数　男女各 10 名ずつ計 20 名
参 加 費　男女ともに一人
1,000 円　★ Sorriso 特製ス
イーツ＆ドリンク付！
申込期限　６月５日（水）

▶詳しくは
能美市ホームページへ！

問い合わせ 
地域振興課
（☎ 58‐2212、 FAX 58‐2291）

応募資格　25 歳～ 45 歳くらいまでの独身男女
（能美市に興味のある方ならどなたでも）
募集人数　20 代…10 名程度
　　　　　30 代…10 名程度
　　　　　40 代…10 名程度
参 加 費　3,500 円～ 4,000
円程度（懇親会費・お土産代
含む。当日徴収）
申込期限　６月 17 日（月）
▶詳しくは
能美市ホームページへ！

問い合わせ 　危機管理課
（☎ 58‐2201、 FAX 58‐2290）

時 /時間　場 /場所　問 /問い合わせ

６
月
５日（水）

能美戦没者慰霊式
時／ 10 時～　場／和田山霊碑前　問／福祉課（☎ 58‐2230、FAX 58‐2294）

能美中学相撲大会
時／ 13 時～　場／和田山相撲場　雨天 /物見山相撲場　問 /学校教育課（☎ 58‐2271、 FAX 55‐8530）

６日（木）
議会定例会本会議（一般質問）
時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240、FAX 58‐2295）

７日（金）
議会定例会本会議（一般質問）
時／ 10 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240、FAX 58‐2295）

16日（日）
第６回自衛消防団合同訓練大会
時／７時 30 分～　場／物見山運動公園駐車場　問／危機管理課（☎ 58‐2201）　

17日（月）
ふれあいあいさつデー
朝の登校時間に子どもたちへ声掛けをお願いします。　問／生涯学習課（☎58‐2272、FAX 55‐8555）

21日（金）
議会定例会本会議（最終日）
時／ 11 時～　場／市役所議場　問／議会事務局（☎ 58‐2240、FAX 58‐2295）

23日（日）
第３回能美市消防団総合訓練
時／８時 30 分～　場／能美市防災センター　問／消防本部（☎ 58‐6320）　

30日（日）

「子どもと未来の能美環境フェスタ 2019」　
～遊びながら【環境】について楽しく学んでみませんか～
時／ 10 時～ 15 時　場／根上総合文化会館・円形ホール
体験イベント…スライムづくり、手作りクラフト工房、音あそび、
紙ヒコーキ飛ばしなど
グルメコーナー…　笹もち、うどん、やきそば、フランクフルトなど
そのほかにフリーマーケットやステージイベントなど
持ち物　マイバッグなど　　※環境協力金100円をお願いします。
問／能美市民環境ネットワーク事務局（☎58‐2217）

このコーナーでは、催しや募集情報など、
市に関わるさまざまな情報を掲載しています。

問い合わせ
スポーツ振興課（☎ 58‐2273）

毎年 6月に寺井体育館で行われている全国銃剣道能美
大会を今年も開催します。
全国各地の精鋭が能美市に揃い、熱戦が繰り広げられ
ます。

能美市 SDGs 推進講演会『GDP（国内総生産）では測
れない本当の豊かさとは』を開催します。

大会の開催に伴い、6月 7日 (金 ) 21 時 30 分～、寺井体
育館および寺井地区公民館の駐車場を封鎖します。ご
不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いしま
す。

６月22日はサッカー・ツエーゲン金沢公式戦での「能美市ホームタウンサンクスデー」
です。ツエーゲン金沢とアルビレックス新潟の試合が能美市在住親子で無料のチャン
ス！在住・在勤者は特別料金で観戦できます。能美市をあげてツエーゲン金沢を応援
しましょう。
期６月22日㈯ 18時　キックオフ
所  西部緑地公園陸上競技場（金沢市袋畠町南136番）
招　待　親子先着1000組 2000人（無料）
申し込み、詳細については市ホームページをご覧くだ
さい。
当日券　市内在住・在勤・在学者
　　　　大人1,000円、小中高 500円 (特別料金 )
( 当日、チケット売り場で住所・勤務先・在学先がわかるものを提示してください。)
問スポーツ振興課 (☎ 58‐2273）

能美市在住親子が先着 2000 人無料！
ツエーゲン金沢特別招待イベント

いろいろな楽しい遊びを体験し味わう
ことができます。「能美市を知ろう」と
題した「のみっ子検定」、身近な科学が
体験できる「サイエンスコーナー」、買
い物体験ができる「だがし屋コーナー」
など９の体験コーナーのほか、今年の
アトラクションは「いしかわズービッ
ク」の方々による楽しい演奏会です。
みんなで遊びに来てください。
期６月 22 日㈯　10 時～ 14 時 所根上
総合文化会館  持マイバック、水筒
問根上中央児童館（☎ 55‐0055）、寺
井中央児童館（☎ 58‐5425）、辰口中
央児童館（☎ 51‐3222）

のみっ子フェスタ★２０１９

市内で様々な音楽活動をしている会員
達の演奏会です。皆様お誘い合わせご
来場ください。
期６月 30 日㈰ 13 時～ 所根上総合文化
会館音楽ホール「タント」
問能美市音楽文化協会　二口千鶴子（☎
57‐2694）

第 28回能美市合同音楽会

体組成測定（筋肉量、脂肪量、基礎代
謝量）体力測定（立ち上がりテスト、
握力、長座体前屈）勉強会「目指そう！
市勢美人」など
期６月18日㈫10時～12時 所北陸体力
研究所（小松市八幡町イ13番地１）
対成人女性 費 1,000円 定 30人
申 問南加賀女性スポーツの会 上出
（☎ 090‐2376‐0876、 FAX 24‐5889）

体力測定と
予防医学の勉強会

熱中症のリスクを回避して、かつ 水分
補給でパフォーマンスをあげるには？ 
アスリートと密接な水分補給がテーマ
です。
期６月26日㈬ 19時～ 20時 所根上学
習センター1F創作室（和室）費  2,000
円 締６月23日㈰ 
申 問 sports kitchen 野田 ( ☎ 080‐9589‐
7460、 sportskitchen.n@gmail.com）

スポーツ栄養セミナー
～アスリートの水分補給～

催し

昨年度開催の様子

防災カードゲームや救出シュミレーションなど非日常
の防災を体感しながら親睦を深めましょう！

　

未来でみんなが幸せ
に暮らせる
そんな能美市になる
ために
今できることを
一緒に探してみませ
んか？

問い合わせ 
市長戦略室
（☎ 58-2204、
FAX 58‐2291）

21 20


